
部門 賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体

大賞 和泉葛城山ブナ愛樹クラブ 和泉葛城山ブナ林保全活動 岸和田市

大賞 VVV-Craft（ヴィークラフト）
身近なゴミを生かすアップサイクル・ワークショップで環境
教育・啓発活動を！

自薦

奨励賞 ガールスカウト大阪府第28団 信太山丘陵里山自然講座 官民共同公園づくり 自薦

奨励賞 CGMボランティア大阪
人の心も環境もきれいにするゴミ拾い清掃活動
～大阪から世界へ～

自薦

大賞 株式会社アトリエMay 淀川の水辺に自生する植物「ヨシ」を良しとするプロジェクト 枚方市

大賞 株式会社第一精工舎 プラ削減のための文具シリーズの開発・販売 自薦

大賞 株式会社ファイン
環境商品カタログ＆WEBサイト「グリーンステーション・プラ
ス」を通じた持続可能な循環型社会を実現するための活動

自薦

大賞 株式会社ロスゼロ
もったいない食べ物を活かして食品ロスを減らす「ロスゼ
ロ」事業と啓発活動

自薦

部門 賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体

大賞 大阪府立園芸高等学校 バタフライガーデンを中心とした環境復元活動の取り組み 自薦

協働賞
能勢電鉄鉄道事業部
能勢妙見山ブナ守の会

バタフライガーデンを中心とした環境復元活動の取り組み 自薦

準大賞 人を自然に近づける川いい会 大正川の多自然川づくり 茨木市

協働賞

NPO法人nature works
和亀保護の会
大阪工業大学工学部都市デザイン工学科
水圏水工学研究室

大正川の多自然川づくり 茨木市

準大賞 NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会
ゼロカーボンとパーマカルチャーを取り入れたタナゴファー
ムにおける体験の機会の場の創出

八尾市

奨励賞 かしわら森の会
玉手山「いぶらの森」里山整備で、“子ども自然体験の森づ
くり”

柏原市

奨励賞 前田 芳聰
１.地域におけるESD（持続可能な開発のための教育）推進
活動
２.地域の持続可能社会に向けた行動への啓もう活動

吹田市

大賞 株式会社ダイエー
～府民の皆さまにご協力をいただきながら～
フードドライブ活動の推進等による食品ロス削減

自薦

大賞 株式会社エコリカ
使用済みインクカートリッジの資源循環を目的とした、調
達、製品化の拡大への挑戦

自薦

大賞 テンセンス株式会社 食べられる器で地球環境に貢献 自薦

大賞 株式会社和紙の布 森林整備から出た木を布にするプロジェクト 自薦

奨励賞 一般社団法人リモア アウトレットチョコレートの販売 自薦

部門 賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体

大賞 大阪産業大学 エコ推進プロジェクト 地域の美化・環境保全と「省エネルギー」の環境教育活動 大東市

協働賞 一般財団法人 大阪府みどり公社 地域の美化・環境保全と「省エネルギー」の環境教育活動 大東市

準大賞 米田 雅彦 地域の環境美化活動 堺市

準大賞 泉原 一弥 みんなで苔よう！ 岸和田市

部門 賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体

準大賞 花とみどりいっぱいに会 地域の緑化活動 東大阪市

奨励賞 東大阪２２会 河内木綿の花を咲かせよう 東大阪市

奨励賞 さかい環境学習クラブ 環境学習促進のための市民啓発活動 堺市

大賞 ダイハツ工業株式会社 ダイハツグループ自然共生活動 公益社団法人関西経済連合会

準大賞 一般社団法人御堂筋まちづくりネットワーク エリアマネジメントで育てる御堂筋コンテナガーデン 大阪市

奨励賞 独立行政法人都市再生機構西日本支社 ITO×URみんなの庭プロジェクト
大阪美しい景観づくり推進会議
代表団体 大阪商工会議所

【令和３年度】

府民活動
部門

おおさか環境賞 過去の受賞者一覧

【令和元年度】

【令和２年度】

府民活動
部門

府民活動
部門

事業者
活動部門

事業者
活動部門

【令和４年度】

府民活動
部門

事業者活
動部門



部門 賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体

大賞
公益社団法人大阪自然環境保全協会
えぼしがた公園自然観察会

えぼしがた公園自然観察会 河内長野市

準大賞
大阪府立茨木高等学校
茨高まちづくりプロジェクト

高校生が主役の食(エコ・クッキング)に関する企画及び地
域貢献活動

茨木市

奨励賞
地域の魅力づくりプロジェクト〈熊取〉推進協
議会

地域の魅力づくりプロジェクト〈熊取〉 熊取町

部門 賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体

大賞
「天見子ども自然とあそびの教室」実行委
員会

天見子ども自然とあそびの教室
（環境教育次世代育成活動）

河内長野市

協働賞 河内長野ガス株式会社
天見子ども自然とあそびの教室
（環境教育次世代育成活動）

河内長野市

準大賞
早稲田摂陵中学校・高等学校 生物研究
部

エネルギーや環境に関する実験（教材）の開発、ならびに
それを用いた教育実践

茨木市

準大賞 今米緑地保全会 「屋敷林」の保全 東大阪市

奨励賞 ゆめみヶ丘岸和田まちづくり協議会 フクロウの森再生プロジェクト 岸和田市

事業者活
動部門

奨励賞 株式会社 箭木木工所 大阪府下における家具職人たちの環境保全活動 大東市

部門 賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体

準大賞 命の輝き共生の森計画推進協議会 中環の森緑化推進及び維持管理と環境教育の場づくり 東大阪市

奨励賞 追手門学院大学 経営学部 水野ゼミ スポーツを通じてごみ分別の意識を啓蒙する活動 茨木市

奨励賞 ガールスカウト大阪府第２１団
糸田川に触れる・糸田川を調べる・糸田川のために活動し
呼びかける

一般社団法人 ガールスカウト大阪府連
盟

審査員
特別賞

大阪府立大学 環境部エコロ助
広がる環境部エコロ助の取り組み
～学園祭から日常へ、大学から地域へ～

堺市

事業者活
動部門

準大賞 河内長野ガス株式会社 小学校環境教育出前授業（環境教育次世代育成活動） 河内長野市

部門 賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体

大賞 大阪工業大学 城北水辺クラブ
城北ワンド群を中心とした淀川河川環境の保全および再
生に関する活動

公益社団法人 関西経済連合会

準大賞 寝屋川市自然を学ぶ会 自然はおもしろい～身近な自然に親しむ環境作り～ 寝屋川市

奨励賞 里山サポートネット・茨木 消える里山の引越し活動 茨木市

協働賞
里山サポートネット・茨木
立命館大学大阪いばらきキャンパス OIC
地域連携室

消える里山の引越し活動 茨木市

奨励賞 公立大学法人 大阪府立大学 ベトナム・ハロン湾における草の根環境保全活動 堺市

奨励賞
京セラドキュメントソリューションズ社会貢
献委員会

大阪府能勢郡三草山、滋賀県琵琶湖、兵庫県豊岡市にお
ける環境保全活動

公益社団法人 関西経済連合会

準大賞 生活協同組合コープこうべ
コープこうべ 大阪北地区（大阪府北摂エリア）の環境保
全活動

大阪府生活協同組合連合会

準大賞 大阪いずみ市民生活協同組合
大阪いずみ市民生活協同組合「食品リサイクル・ループ」
「リサイクル事業」のとりくみ～廃棄物「ゼロ」をめざして、
廃棄物の削減、リサイクルをすすめています～

大阪府生活協同組合連合会

奨励賞 京橋中央商店街振興組合 京橋中央商店街 「空き缶回収イベント」 大阪商工会議所

奨励賞
パナソニック株式会社 エコソリューション
ズ社

会社構内におけるビオトープを通じた生物多様性保全活
動

公益社団法人 大阪府工業協会

協働賞
パナソニック株式会社 エコソリューション
ズ社
公立大学法人 大阪府立大学

会社構内におけるビオトープを通じた生物多様性保全活
動

公益社団法人 大阪府工業協会

奨励賞
パナソニック株式会社 生産技術本部 環
境生産革新センター及び環境技術実用化
グループ

社会課題解決に向けた、省エネ・リサイクル技術の開発・
実用化活動

公益社団法人 関西経済連合会

おおさか環境賞 過去の受賞者一覧

事業活
動部門

【平成28年度】

【平成30年度】

府民活動
部門

【平成27年度】

府民活動
部門

府民活動
部門

【平成29年度】

府民活動
部門



部門 賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体

大賞 摂南大学 文化会 エコシビル部 淀川水系を中心とした流域連携活動 公益社団法人 関西経済連合会

準大賞 大東環境みどり会 大東環境みどり会による環境保全活動 大東市

奨励賞 檜垣 勝美 環境ボランティア 寝屋川市

奨励賞 ガールスカウト大阪府 第１３４団
東日本大震災復興支援活動『みんなの心がつながります
ように・・・』１３４団の取り組み

一般社団法人 ガールスカウト大阪府連
盟

協働賞
ガールスカウト大阪府 第１３４団
一般社団法人ＯＶＡＬ ＨＥＡＲＴ ＪＡＰＡＮ

東日本大震災復興支援活動『みんなの心がつながります
ように・・・』１３４団の取り組み

一般社団法人 ガールスカウト大阪府連
盟

大賞 新関西国際空港株式会社 『雑草一転、空港肥やせ！』～大阪国際(伊丹)空港～ 公益社団法人 関西経済連合会

奨励賞 大阪エネルギーサービス株式会社
大阪エネルギーサービス第2プラントの高効率運転（省エ
ネルギー化）に向けた事業活動

公益社団法人 関西経済連合会

奨励賞 京セラ株式会社 大阪大東事業所 環境出前事業「地球にやさしい太陽電池についての学習」 公益社団法人 関西経済連合会

部門 賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体

大賞 飛鳥川じゃこ取りネットワーク 流域住民による飛鳥川流域の水辺を守り育てる活動 羽曳野市

準大賞 Ｅ～きゃんぱすの会
学生による環境マネジメントの推進と「大阪府立大学環境
報告書」の作成

堺市

大賞 大阪ガス株式会社
Jリーグ セレッソ大阪ホーム試合から排出されるＣＯ２の

カーボンオフセット
公益社団法人 関西経済連合会

準大賞 住友ゴム工業株式会社 泉大津工場 住友ゴム工業 泉大津工場 環境保全への取組み 公益社団法人 関西経済連合会

準大賞 住友電気工業株式会社 大阪製作所 グローバルな省エネ診断 公益社団法人 関西経済連合会

奨励賞 阪神高速技術株式会社
シールド発生土をリサイクルする資源循環型共同プロジェ
クト

大阪美しい景観づくり推進会議

奨励賞 富士電子工業 株式会社 熱処理加工における消費電力低減 公益社団法人 大阪府工業協会

部門 賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体

準大賞 エコライフかわちながの 「自然との共生」の実践、啓発活動 河内長野市

奨励賞 箕面市立 彩都の丘学園
国文都市6号近隣公園（約2.6ha）におけるワークショップの
取組

箕面市

大賞
パナソニック株式会社エコソリューションズ
社

出前授業 「あかりのエコ教室」 公益社団法人 関西経済連合会

準大賞 新関西国際空港株式会社 関西国際空港における藻場の造成 公益社団法人 関西経済連合会

奨励賞 日立造船株式会社 ごみ焼却発電施設における高効率無触媒脱硝装置 公益社団法人 関西経済連合会

奨励賞 大阪ガス株式会社 膜式ガスメーターの究極的リユース 公益社団法人 関西経済連合会

奨励賞 住友化学株式会社 大阪工場
環境意識向上のための簡易電力計の活用による省エネ
活動

公益社団法人 関西経済連合会

部門 賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体

準大賞 箕面ホタルを守る会
箕面市内のホタルを調査し、保護・普及するとともに、ホタ
ルが棲める環境を保全する

大阪美しい景観づくり推進会議

特別奨励賞
市民ボランティアネットワーク・石津川に鮎
を

石津川に鮎が遡上し、多自然型の豊かな河川環境を取り
戻すための活動

堺市

奨励賞
社団法人 大阪エイフボランタリーネット
ワーク河南支部

環境美化運動・ゴミ減量リサイクル運動
社団法人 大阪エイフボランタリーネット
ワーク

奨励賞 ガールスカウト大阪府第１２団 里山活動
社団法人 ガールスカウト日本連盟大阪
府支部

大賞 一般社団法人 コミュニティ彩都
彩都地区を中心とした棚田保全活動と地区の低炭素化に
向けた取組

公益社団法人 関西経済連合会

準大賞 大阪リサイクル事業協同組合
家電リサイクル大阪方式によるリサイクル社会実現への
誘導

大阪府リサイクル社会推進会議

奨励賞 大阪ガス株式会社
家庭用燃料電池コージェネレーションシステム「エネファー
ム」の普及活動

公益社団法人 関西経済連合会

奨励賞 中之島ｅｃｏ２（エコスクエア）連絡協議会 中之島ｅｃｏ２連絡協議会による環境取組みの実践 公益社団法人 関西経済連合会

奨励賞 丸十服装株式会社
業界初のカーボンオフセット付きユニフォームの販売によ
るＣＯ２削減

大阪府中小企業団体中央会

奨励賞 植田油脂株式会社
「廃食用油の再資源化」によるＣＯ２削減活動及び国内飼
料自給率向上への取組み

大阪府リサイクル社会推進会議

府民活動
部門

事業活
動部門

【平成24年度】

府民活動
部門

事業活
動部門

【平成25年度】

府民活動
部門

府民活動
部門

事業活
動部門

【平成23年度】

事業活
動部門

【平成26年度】



部門 賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体

特別奨励賞
社団法人ガールスカウト日本連盟 大阪府第８
団

長瀬川水辺環境づくり
社団法人 ガールスカウト日本連盟大阪府支
部

奨励賞 レインボーエコクラブ レインボーエコクラブ〔ＥＭぼかし（生ゴミ発酵資材）作り〕 忠岡町

奨励賞
社団法人大阪エイフボランタリーネットワーク
泉南支部

地域の美化・環境保全活動 社団法人 大阪エイフボランタリーネットワーク

奨励賞 奥 清司
「地球温暖化防止対策」の環境教育・啓発活動と出前講演
活動

ライオンズクラブ国際協会３５５－Ｂ地区

奨励賞 吹田ライオンズクラブ 里地・里山づくり ライオンズクラブ国際協会３５５－Ｂ地区

大賞 阪急電鉄株式会社
日本初のＣＯ2排出量ゼロの駅
摂津市駅と関連施策

社団法人 関西経済連合会

準大賞 イズミヤＯＢ会・ゴールドファーム
遊休農地の保全を活用した都市農業の活性化と体験農
園・食育教育の推進

日本チェーンストア協会 関西支部

特別奨励賞 大阪ガス株式会社 泉北製造所 ＬＮＧの冷熱を有効利用したＣＯ２排出抑制への取り組み 社団法人 関西経済連合会

奨励賞 株式会社シマノ
製造過程における環境負荷低減への取組と業種経験を
活かした環境保全活動

堺市

奨励賞 神崎川畔企業連絡会 地域と企業の共生をめざして（神崎川ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ作戦等） 吹田市

奨励賞 関西電力株式会社 バイオガスエンジンの研究開発 社団法人 関西経済連合会

奨励賞 株式会社竹中工務店 大阪本店
竹中工務店「大阪を考える研究会」による環境創造への調
査・研究・啓発・実践活動

社団法人 関西経済連合会

奨励賞 西日本高速道路株式会社
第二京阪道路における遮音壁一体型太陽光発電施設に
よるＣＯ２削減活動

社団法人 関西経済連合会

奨励賞 阪神高速道路株式会社
走行時にＣＯ2や排気ガスを排出しない環境にやさしい電
気自動車の普及活動

社団法人 関西経済連合会

奨励賞 レンゴー株式会社 軽量段ボール原紙による段ボール製品のリデュース推進 社団法人 大阪府工業協会

奨励賞 田中紙管株式会社 リサイクル可能な紙管の開発・普及活動 社団法人 大阪府工業協会

部門 賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体

大賞
大学生協 大阪・和歌山地域センター 学生委
員会

リサイクル容器「ホッかる」の回収を促進・活性化するため
の活動

大阪府リサイクル社会推進会議

準大賞 大阪いずみ市民生活協同組合 １日エコライフ・チェックシートの活動 大阪府リサイクル社会推進会議

特別奨励賞 箕面の山パトロール隊 クリーンハイキングと自然情報の提供 大阪美しい景観づくり推進会議

特別奨励賞 堺市立上神谷小学校 カワバタモロコを守ろう！ 堺市

奨励賞 高槻里山ネットワーク 森林整備（里山保全）のボランティア活動 高槻市

奨励賞 生活協同組合おおさかパルコープ 地球温暖化を防止し、暮らしやすい環境を保全する活動 大阪府生活協同組合連合会

奨励賞 泉大津市衛生委員会 環境美化活動 泉大津市

奨励賞
社団法人 大阪エイフボランタリーネットワーク
摂津支部

地域の美化・環境保全活動 （社）大阪エイフボランタリーネットワーク

奨励賞 一粒会 環境美化推進活動 藤井寺市

奨励賞 ガールスカウト大阪府支部第９０団 守りたい「美しい地球・美しい島本」 （社）ガールスカウト日本連盟大阪府支部

特別奨励賞 大阪ガス株式会社 エネルギー環境教育への取り組み （社）関西経済連合会

特別奨励賞 パナソニック 株式会社 パナソニックグリーンボランティア倶楽部活動 （社）関西経済連合会

奨励賞
大林組・大鉄工業・竹中工務店・銭高組・淺沼組
大阪駅新北ビル（仮称）新築工事特定建設工事
共同企業体

工事事務所における活動（アルミ缶回収運動で地域貢献
と資源保護、建設現場での省エネ対策）

（社）関西経済連合会

奨励賞 株式会社 竹中工務店 大阪本店
建設工事用仮設照明制御システムによる電気使用量・Ｃ
Ｏ２削減活動

（社）関西経済連合会

奨励賞 関西電力 株式会社 ＳＦ6ガスの排出抑制 （社）関西経済連合会

奨励賞 株式会社 初田製作所 消火器のリサイクル （社）大阪府工業協会

【平成21年度】

府民活動
部門

事業活
動部門

【平成22年度】

府民活動
部門

事業活
動部門



部門 賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体

大賞 大阪府立大学 環境部「エコロ助」 地球戦隊「エコレンジャー」をはじめとする環境啓発活動 堺市

準大賞 たかつき環境市民会議 「たかつきローカルアジェンダ２１」の推進 高槻市

奨励賞 まちなか水族館市民ボランティア まちなか水族館市民ボランティア活動 吹田市

奨励賞 島本森のクラブ 「水源の森」環境保全、育林活動 島本町

奨励賞 ガーデニングの会フラワー山の手 地域の緑地歩道・公園等の美化及び清掃活動 熊取町

奨励賞
社団法人 ガールスカウト日本連盟
                 大阪府第６１団

ガールスカウト「ふれあいの日2007」テーマ－みどり－ 地
球温暖化

（社）ガールスカウト日本連盟 大阪府支部

奨励賞
社団法人 大阪エイフボランタリーネットワーク
吹田支部

地域の美化・環境保全活動 （社）大阪エイフボランタリーネットワーク

奨励賞
松下電器産業株式会社門真地区 地球を愛する
市民活動推進委員会

門真市内での「 地球を愛する市民活動」の実践（アドプト・
ロード清掃活動）

（社）関西経済連合会

奨励賞 シャープグリーンクラブ 岸和田市“神於山”での里山保全活動 （社）関西経済連合会

奨励賞 景観市民会議「景観人の集い」
景観保全活動-愛すべき泉大津の景観を守り、育て、わた
したちの暮らしを美しく表現しよう-

大阪美しい景観づくり推進会議

特別奨励賞 住友ゴム工業株式会社 泉大津工場 住友ゴム工業 泉大津工場 環境保全への取組み （社）関西経済連合会

奨励賞 レッキス工業株式会社 “環境に配慮した部材”の購入システム構築と実践 （社）大阪府工業協会

奨励賞 株式会社 竹中工務店 大阪本店
建築工事現場における３Ｒへの取組み～分別は“分別し
やすい”から～

（社）関西経済連合会

奨励賞 関西電力株式会社 ツバル太陽光発電プロジェクト （社）関西経済連合会

奨励賞
鴻池組・清水建設・大本組共同企業体 中之島
新線１工区工事事務所

「水・緑・光」をテーマとした「見せる現場作り」と「イメージ
アップ」

（社）関西経済連合会

奨励賞 近畿日本鉄道株式会社
鉄道と百貨店等が連携し「パークアンドライド」を実施して
地球環境負荷軽減と都市部道路の混雑緩和を図る

（社）関西経済連合会

【平成20年度】

府民活動
部門

事業活
動部門



部門 賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体

大賞 堺市立神石小学校 「親しめる石津川をめざして」活動 堺市

特別奨励賞 特定非営利活動法人 大阪ごみを考える会
大阪府の環境創造、改善に関する事業実施、環境都市大
阪を創る取組み

大阪府リサイクル社会推進会議

奨励賞
社団法人 大阪エイフボランタリーネットワーク
羽曳野支部

地域の美化・環境保全活動
社団法人
 大阪エイフボランタリーネットワーク

奨励賞 東大阪市立菱屋西小学校 長瀬川クリーン作戦活動 東大阪市

奨励賞 狭山池まつり実行委員会 狭山池まつりの開催・狭山池ｸﾘｰﾝ・ｱｸｼｮﾝの実施 大阪狭山市

奨励賞 みのおアジェンダ２１の会 「箕面市地球環境保全行動計画」の普及・推進 箕面市

奨励賞
大阪市シルバーボランティアセンター手作りおも
ちゃクラブ

再生品、廃棄物利用に依る手作りおもちゃ実践と福祉活
動

大阪市

奨励賞 宮之阪中央商店街振興組合 エコステーションの設置活動 大阪府商店街連合会

奨励賞 社団法人ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ日本連盟大阪府第７８団
ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ「ふれあいの日2006」テーマ－みどり－エコ活
動日記

（社）ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ日本連盟大阪府支部

奨励賞 社団法人 大阪府建築士会 「まちへの気くばり賞」の実施 大阪美しい景観づくり推進会議

奨励賞 社団法人ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ日本連盟大阪府第２１団 吹田市片山公園の池に吹田くわいを植え育てる活動 国際ロータリー第２６６０地区

奨励賞 大阪鶴見ロータリークラブ 鶴見緑地公園周辺道路の清掃活動 国際ロータリー第２６６０地区

奨励賞 東大阪ローターアクトクラブ クリーンハイク活動 国際ロータリー第２６６０地区

奨励賞 関空シニアライオンズクラブ 男里川河口干潟清掃活動 ライオンズクラブ国際協会３３５－Ｂ地区

大賞 大阪ガス株式会社 ﾊﾞｲｵｶﾞｽ有効利用促進に向けた技術開発及び導入 （社）大阪府工業協会

特別奨励賞 株式会社竹中工務店大阪本店 建築物における環境配慮設計に対する取組み （社）関西経済連合会

グリーン購入
特別奨励賞

近畿日本鉄道株式会社 リサイクルの促進“定期券からユニホームへ”活動の実施 大阪美しい景観づくり推進会議

奨励賞 イズミヤ株式会社 レジ袋等容器包装の発生抑制に向けた取組み （社）関西経済連合会

奨励賞 ＮＴＮ株式会社
小規模事業者向け環境認証「エコステージ入門」の企画と
認証取得支援

（社）関西経済連合会

奨励賞 関西電力株式会社 マングローブ生態系修復のための植林技術開発研究 （社）関西経済連合会

奨励賞 田辺製薬株式会社
従業員やステークホルダーに対する環境教育・啓発活動
の推進

（社）関西経済連合会

奨励賞 西日本電信電話株式会社 環境負荷を低減する情報通信サービスの提供 （社）関西経済連合会

奨励賞 三河電機株式会社 植林活動を始めとする環境保護活動の実践 （社）大阪府工業協会

奨励賞 ＦＣＭ株式会社 電子部品の鉛フリー化の推進 （社）大阪府工業協会

奨励賞 大昭和精機株式会社
油水分離装置の普及促進による工場環境負荷の低減活
動

（社）大阪府工業協会

奨励賞 昭和電気株式会社 近隣地域の清掃活動 ライオンズクラブ国際協会３３５－Ｂ地区

【平成１9年度】

府民活動
部門

事業活動
部門



部門 賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体

大賞 NPO法人とよなか市民環境会議ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ２１
「豊中ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ２１」の推進を通じた持続可能な地域社会づ
くりのための活動

豊中市（環境政策室）

特別奨励賞 なにわの消費者団体連絡会
家電ﾘｻｲｸﾙ大阪方式の普及など消費者の立場からのﾘｻｲ
ｸﾙやごみ減量に向けた取り組み

大阪府ﾘｻｲｸﾙ社会推進会議

特別奨励賞 全大阪消費者団体連絡会
家電ﾘｻｲｸﾙへの対応など消費者団体としてのごみの減量
化やﾘｻｲｸﾙの取り組み

大阪府ﾘｻｲｸﾙ社会推進会議

奨励賞 （社）大阪ｴｲﾌﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰﾈｯﾄﾜｰｸ田尻支部 地域の美化・環境保全活動 （社）大阪エイフボランタリーネットワーク

奨励賞 （社）ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ日本連盟 大阪府第89団 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ「ふれあいの日２００５」テーマ－水－ （社）ガールスカウト日本連盟大阪府支部

奨励賞 全大阪労働者共済生活協同組合 地球にやさしい「私たちの花と緑の街」絵画コンクール 大阪府生活協同組合連合会

奨励賞 生活協同組合おおさかパルコープ
地球温暖化防止活動と環境を保全し持続可能な社会づく
りをめざす活動

大阪府生活協同組合連合会

奨励賞 エコスタッフ・池田市環境問題市民会議 環境パートナーシップ推進活動 池田市（環境にやさしい課）

奨励賞 池田ライオンズクラブ 猪名川河川敷環境保全の為の「市民ｺｽﾓｽ園」造園 ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ国際協会３３５－B地区

大賞 積水ハウス株式会社 自社内分別に基づく「新築施工現場ゼロミッション」活動 （社）関西経済連合会

特別奨励賞 関西電力株式会社 ﾌﾞｰﾀﾝ王国における小規模水力発電CDMﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ （社）関西経済連合会

グリーン購入
特別奨励賞

オージーオートサービス株式会社 環境にやさしい天然ガス自動車の普及促進活動 （社）関西経済連合会

奨励賞 株式会社竹中工務店 大阪本店 建設機械の環境負荷低減活動への取り組み （社）関西経済連合会

奨励賞 田辺製薬株式会社 化学物質等の適正管理と環境への排出抑制 （社）関西経済連合会

奨励賞 大阪ガス株式会社 掘削土の発生抑制と再生利用 （社）関西経済連合会

奨励賞
三洋電機株式会社ｸﾘｰﾝｴﾅｼﾞｰｶﾝﾊﾟﾆｰ二
色の浜工場

ｸﾘｰﾝｴﾅｼﾞｰｶﾝﾊﾟﾆｰ二色の浜工場における環境保全活動
の推進

（社）大阪府工業協会

奨励賞 近畿コカ・コーラボトリング株式会社
全従業員参加による「環境汚染の防止及び環境負荷に継
続的削減」活動

大阪市（地球環境課）

【平成１８年度】

府民活動
部門

事業活動
部門



部門 賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体

大賞 池田 浩一 地球環境にやさしい“おもしろ環境啓発作品”の製作 堺市（環境活動推進課）

奨励賞 西澤 一三 事業系割り箸リサイクル活動 大阪府廃棄物・リサイクル推進会議

奨励賞 高畠 耕一郎 自然環境保全の教育・実践活動 吹田市（地球環境課）

特別奨励賞 ＮＰＯ法人 カムナプロジェクト 葦と葦船を核とした環境・教育・国際親善プログラム （社）関西経済連合会

特別奨励賞 とよなか消費者協会
ごみ減量・ﾘｻｲｸﾙ推進にかかる実践活動、生活者の立場
からの環境問題に関する調査及び環境に配慮したﾗｲﾌｽﾀ
ｲﾙにかかる普及・啓発活動

大阪府廃棄物・リサイクル推進会議
豊中市

奨励賞
（社）大阪ｴｲﾌﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰﾈｯﾄﾜｰｸ 富田林支
部

地域の美化・環境保全活動 （社）ｴｲﾌﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰﾈｯﾄﾜｰｸ

奨励賞 （社）ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ日本連盟 大阪府第５４団 ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ「ふれあいの日２００４」テーマ“みどり”－水－ （社）ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ日本連盟大阪府支部

奨励賞 岸和田市消費生活研究会 ４Ｒ運動の実践と啓発推進活動 岸和田市（環境保全課）

奨励賞 吹田西ロータリークラブ 毎月１日はクリーンデー 吹田市（地球環境課）

奨励賞 枚方いきもの調査会 「残したい枚方の自然」の調査、保護に向けた取り組み 枚方市（環境総務課）

奨励賞 枚方エコサイクル 自転車のリサイクル 枚方市（減量業務課）

大賞 佐川急便株式会社
低公害車の積極的導入活動（天然ガススタンドの運営含
む）、アイドリングストップの徹底、モーダルシフトの実践

大阪自動車公害対策推進会議

特別奨励賞
有限会社 大林商店（大阪リサイクル事業
協同組合認定工場）

家電リサイクル大阪方式によるリサイクルの推進 大阪府廃棄物・リサイクル推進会議

グリーン購入
特別奨励賞

前田建設工業株式会社 関西支社 ＭＫＤ１０大阪ビルグリーン調達活動 （社）関西経済連合会

奨励賞 株式会社 竹中工務店 大阪本店 学校建築における自然の再生とヒートアイランド対策 （社）関西経済連合会

奨励賞 田辺製薬株式会社
エネルギーモニタリングシステムの活用等による省エネ・
地球温暖化防止活動

（社）関西経済連合会

奨励賞 大阪ガス株式会社
家庭用ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ「ｴｺｳｨﾙ」の開発およ
び普及活動

（社）関西経済連合会

奨励賞 関西電力株式会社 ヒートポンプ技術を利用した高効率機器の開発・普及 （社）関西経済連合会

奨励賞 株式会社リキッドガス 天然ガスからの水素製造による地域環境改善 （社）関西経済連合会

奨励賞 株式会社キクチ
「きれいな空を取り戻そう」を合言葉とした環境関連機器の
開発

（社）大阪府工業協会

奨励賞 ザ・パック株式会社 環境包装商品の開発 （社）大阪府工業協会

奨励賞 ケーブル工業株式会社 従業員全員で取り組む「埋立廃棄物ゼロ化」活動 （社）大阪府工業協会

奨励賞 エーアールファクトリー有限会社
ディーゼル車両廃止および物流ルート改善によりＣＯ２低
減活動

（社）大阪府工業協会

奨励賞 独立行政法人都市再生機構 西日本支社
集合住宅地におけるビオトープづくりとビオトープネット
ワークの形成

大阪美しい景観づくり推進会議

事業者

【平成１7年度】

個人

団体



部門 賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体

大賞 堺千年の森クラブ 市民による市街地公園での「平成の森」づくり 堺市（環境活動推進課）

特別奨励賞 池田・人と自然の会
池田市域を中心とする生物調査・保全及び環境学習支援
活動

池田市（環境にやさしい課）

特別奨励賞 大阪リサイクル事業協同組合
家電リサイクル大阪方式の確立とリサイクルの推進に向
けた研修・啓発活動

大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会
議

グリーン購入
特別奨励賞

生活協同組合 エスコープ大阪
住み続けたい私たちの町の環境保全を、生協の事業と活
動で

大阪府生活協同組合連合会

奨励賞 一歩会 公共道路及び公園・山道等の清掃活動 熊取町（環境企画課）

奨励賞 鵜殿ヨシ原研究所 「鵜殿のヨシ原」の調査、広報、普及活動 毎日新聞大阪本社

奨励賞
(社）大阪エイフボランタリーネットワーク
高石支部

地域の美化・環境保全活動 (社)大阪エイフボランタリーネットワーク

奨励賞 大阪北生活協同組合 大阪北生活協同組合における環境保全活動の取り組み 大阪府生活協同組合連合会

奨励賞 大阪市立大国小学校
ビオトープ・プロジェクト
（ビオトープを積極的に活用した環境教育）

株式会社 ザ・プレス大阪（大阪日日新聞
社）

奨励賞 ガールスカウト大阪府第３１団 リサイクル活動 ガールスカウト日本連盟大阪府支部

奨励賞 堺南ロータリークラブ 内川・土居川美化活動 堺市（環境活動推進課）

奨励賞 ＮＡＬＣ「天の川クラブ」
道路や公園などの公共施設での定期的な清掃活動及び
啓発活動

枚方市（生活環境課）

奨励賞 藤井寺市低公害車普及推進会議 自動車環境対策の総合的推進 大阪自動車公害対策推進会議

奨励賞 みのお市民まちなみ会議
都市景観保全の市民啓発活動
－箕面の美しい景観を守り・育てよう－

大阪美しい景観づくり推進会議

大賞 関西電力株式会社 「エコリーフ環境ラベル」の取得 （社）関西経済連合会

特別奨励賞 川瀬産業株式会社 廃プラスティックのマテリアルリサイクル化 （社）大阪府工業協会

奨励賞 株式会社 因幡電機製作所
自然エネルギーを利用するハイブリッド型照明器具の開
発

（社）大阪府工業協会

奨励賞 関電興業株式会社 空調用フィルターの超音波洗浄による再使用 （社）関西経済連合会

奨励賞 京セラミタ株式会社 環境管理活動を基礎とした「環境配慮商品」の普及拡大 （社）関西経済連合会

奨励賞 京阪電気鉄道株式会社 寝屋川車両基地
寝屋川車両基地における環境マネジメントシステムの構
築とISO14001の認証取得

（社）関西経済連合会

奨励賞 株式会社 神戸製鋼所 茨木工場 製品包装切り替えによる廃棄物削減 （社）関西経済連合会

奨励賞 株式会社 竹中工務店 大阪本店
資源循環型建築システムへの取組み
～リユースを中心とした建築生産の実現～

（社）関西経済連合会

奨励賞 田辺製薬株式会社
マテリアルフローコスト会計と廃棄物処理方法見直しによ
るゼロエミッション活動

（社）関西経済連合会

奨励賞 都市基盤整備公団 関西支社 集合住宅等における屋上緑化の推進 大阪美しい景観づくり推進会議

奨励賞 阪急バス株式会社 低公害車の積極的導入活動 大阪自動車公害対策推進会議

奨励賞 株式会社 藤澤鉄工
段ボール・紙器工場における防音・集塵対策並びに段
ボール・故紙・プラスチック段ボールの再資源化機器開
発・製造

（社）大阪府工業協会

奨励賞 ミロモックル産業株式会社
環境保全型木材保存処理の開発による間伐材の有効利
用

（社）大阪府工業協会

奨励賞 明和グラビア株式会社
環境汚染のない水性グラビア印刷システムの研究開発と
事業化

（社）大阪府工業協会

【平成１６年度】

団体

事業者



部門 賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体

大 賞 田中 正視
和泉葛城山ブナ林の保護・増殖に関する調査研究及び普
及活動

(財)大阪みどりのトラスト協会

奨励賞 竹内 洪 芸術の森構想（緑の回廊）－生態系の蘇生 国際ロータリー第２６６０地区

奨励賞 田中 豊秋 和泉葛城山の不法投棄ごみ撤去活動 岸和田市

大 賞 能勢町立天王小学校 能勢の自然を大切にする気持ちを育てる環境学習活動 能勢町

特別奨励賞
特定非営利活動法人
シックハウスを考える会

シックハウス問題解決に向けた研究、啓蒙及びネットワー
クづくり

毎日新聞大阪本社

グリーン購入
特別奨励賞

大阪いずみ市民生活協同組合
地球温暖化防止を目指す省エネ・廃棄物減量・リサイクル
等の活動

大阪府生活協同組合連合会

奨励賞
社団法人 大阪エイフボランタリーネット
ワーク 忠岡支部

地域の美化・環境保全活動 (社)大阪エイフボランタリーネットワーク

奨励賞 大阪天満ライオンズクラブ 大阪天満宮への梅の献木等 ライオンズクラブ国際協会335-B地区

奨励賞 大阪府生活学校連絡会 レジ袋削減・マイバッグ運動・リサイクル推進活動 大阪府省資源運動推進会議

奨励賞 社団法人 大阪府トラック協会 自動車環境対策の総合的推進 大阪自動車公害対策推進会議

奨励賞 ガールスカウト大阪府第９７団
恩智川の浄化に向けた調査研究・実践・啓発活動～雨の
ゆくえ～

(社)ガールスカウト日本連盟大阪府支部

奨励賞 神於山保全くらぶ 里山保全ボランティア活動 岸和田市

奨励賞 吹田ヒメボタルの会
ヒメボタルを対象とする自然環境の保全及び環境教育・啓
発活動

吹田市

奨励賞 吹田野鳥の会
野鳥を通して自然環境への理解を深める環境教育啓発活
動

吹田市

奨励賞 はまゆう倶楽部 公共道路の環境美化活動 熊取町

奨励賞 東大阪市民環境会議 環境保全に関する公開学習会の開催や市民啓発活動 東大阪市

奨励賞 ひらかた星垂（ほたる）の会 枚方市域におけるホタルの育成・保護 枚方市

奨励賞 ふるさと茨木連帯
オーダーメイド方式による「ふるさと茨木探検ガイド」の出
版

国際ロータリー第２６６０地区

奨励賞
リフォームドクター・ネットの会
 ”チョキチョキクラブ”

チョキチョキクラブ活動 堺市

(社)関西経済連合会

大阪自動車公害対策推進会議

グリーン購入
特別奨励賞

コクヨ株式会社 グリーン購入の普及・推進 (社)関西経済連合会

グリーン購入
特別奨励賞

株式会社 竹中工務店 大阪本店 グリーン調達活動の推進 (社)関西経済連合会

奨励賞 アルスコーポレーション株式会社 社屋屋上緑化活動 (社)大阪府工業協会

奨励賞 大阪ガス ガス科学館 ガス科学館における環境啓発活動 (社)関西経済連合会

奨励賞 カンケンテクノ株式会社 排ガス除害装置の開発・製造・販売 (社)大阪府工業協会

奨励賞 関西電力株式会社 排煙脱炭・ＣＯ２有効利用の研究開発 (社)関西経済連合会

奨励賞
関西ビバレッジサービス株式会社
（ﾚｯｸｽﾃｸﾉｼｽﾃﾑｽﾞ事業部）

近畿コカ・コーラボトリング㈱が使用する商品見本のダミー
部材に対する、リデュース・リユース・リサイクル

(社)関西経済連合会

奨励賞 関西ロジスティクス株式会社
エコドライブの推進と荷崩れ防止用ストレッチフィルム使用
量の削減

(社)関西経済連合会

奨励賞 鴻池運輸株式会社 環境輸送運動（ＳＫＹ運動）の全社的推進 (社)関西経済連合会

奨励賞 光洋精工株式会社 研磨スラッジの固形化技術の開発有価物化 (社)大阪府工業協会

奨励賞 ザ・パック株式会社
山林保全目的の特定植林運動
「ザ・パックフォレスト基金」

(社)大阪府工業協会

奨励賞 三洋電機株式会社 守口本社
環境配慮型インテリジェントビルの構築と環境保全活動の
推進

(社)大阪府工業協会

奨励賞 株式会社 損害保険ジャパン 近畿本部 大阪ぶなの森守ろう運動 (財)大阪みどりのトラスト協会

奨励賞 田辺製薬株式会社 緑化推進および地域美化活動 (社)関西経済連合会

奨励賞 都市基盤整備公団関西支社 市民・住民参加による住環境整備の推進 大阪美しい景観づくり推進会議

奨励賞 松下電工株式会社
国内全営業部門における環境マネジメントシステムの構
築とＩＳＯ１４００１の認証取得

(社)関西経済連合会

事業者

【平成１５年度】

個人

団体

大 賞 ダイハツ工業株式会社 環境に優しい車の開発と普及活動



部門 賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体

大 賞 吉岡 静子
三草山ゼフィルスの森の保全管理及び教育啓発に関する
ボランティア活動

（財）大阪みどりのトラスト協会

奨励賞 新居 公彦
建築協定制度を軸としたまちづくり活動、まちづくり制度の
普及・啓発

大阪美しい景観づくり推進会議

奨励賞 中田 勝昭 環境保全広布活動 ライオンズクラブ国際協会３３５－Ｂ地区

大 賞
特定非営利活動法人 緑の地球ネットワー
ク

中国・黄土高原における緑化協力活動等 国際ソロプチミスト大阪

特別奨励賞 淀川ネイチャークラブ 淀川の自然観察と清掃など環境保全活動等 地球環境関西フォーラム

奨励賞
社団法人 大阪エイフボランタリーネット
ワーク高槻支部

豊かな環境の保全・創造に関する実践活動 （社）大阪エイフボランタリーネットワーク

奨励賞 社団法人 大阪府自動車整備振興会 自動車の適正整備推進による環境改善活動 大阪自動車公害対策推進会議

奨励賞 生活協同組合おおさかパルコープ
環境保全活動、ＩＳＯ認証取得及び環境負荷低減の取り組
み

大阪府消費者団体連絡協議会

奨励賞
社団法人 ガールスカウト日本連盟大阪府
第５８団

ごみをテーマにした調査研究・啓発活動等 (社）ガールスカウト日本連盟大阪府支部

奨励賞
社団法人 ガールスカウト日本連盟大阪府
第７３団

農薬による環境破壊等をテーマにした調査研究・啓発活
動

(社）ガールスカウト日本連盟大阪府支部

奨励賞 財団法人 関西情報・産業活性化センター
関西グリーン電力基金運営事業を通じた新エネルギーの
普及促進活動

(社）関西経済連合会

奨励賞 吟友会 ポケットパーク等の清掃活動 熊取町

奨励賞 国際ソロプチミスト堺 環境教育支援、公園への植樹などの緑化活動等 堺市

奨励賞 Save Forest Club（ＮＧＯ里山復興協力隊） 里山保全活動「森を元気に！人も元気に！」 国際ロータリー第２６６０地区

奨励賞 山直北城東校区市民協議会 マイバッグ持参・ノー包装運動 岸和田市

大 賞
ダイキン工業株式会社 堺製作所・淀川製
作所

工場での廃棄物ゼロ化の達成 （社）関西経済連合会

特別奨励賞 株式会社 大松土建 建設廃材を原料した再生砕石の製造・普及促進等 （社）大阪府工業協会

奨励賞 株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西
地球環境に配慮した事業活動の展開と環境ボランティア
活動への取り組み

（社）関西経済連合会

奨励賞 鹿島建設株式会社 関西支店 ゼロエミッションを目指した建設解体工事の実施 （社）関西経済連合会

奨励賞 株式会社 関西宇佐美 天然ガスエコステーションの設置・運営等 大阪自動車公害対策推進会議

奨励賞 関西電力株式会社 ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器の開発および普及促進活動 （社）関西経済連合会

奨励賞 株式会社 竹中工務店 大阪本店
環境に配慮した設計・施工一貫方式導入による地球にや
さしい建設工事の実施

（社）関西経済連合会

奨励賞 田辺製薬株式会社
マイカー通勤の廃止および低排ガス車導入による地球温
暖化防止活動の推進

（社）関西経済連合会

奨励賞 東リ株式会社 タイルカーペット廃材の再資源化の実用化開発 （社）関西経済連合会

奨励賞 日立造船株式会社 飛灰ダイオキシン熱分解装置の開発・改良・普及 （社）関西経済連合会

奨励賞 松下電工株式会社 環境調和型商品の創出活動 （社）関西経済連合会

個人

団体

事業者

【平成１４年度】



部門 賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体

大 賞 岩倉  恒美 給食生ゴミのＥＭ処理堆肥化 岸和田市

奨励賞 曽和  照清 子供向け環境教育副読本の編集・制作 ライオンズクラブ国際協会３３５－Ｂ地区

奨励賞 弘田    純 みどりのボランティア活動の活性化 （財）大阪みどりのトラスト協会

大 賞 自然と本の会 子どもを中心とした環境の保全創造に関する実践活動 （財）大阪府こども会育成連合会

奨励賞 (社)大阪ｴｲﾌﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰﾈｯﾄﾜｰｸ池田支部 環境保全・福祉の実践活動の推進 （社）大阪エイフボランタリーネットワーク

奨励賞
(社)ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ日本連盟大阪府支部第３７
団

都市周辺の水質汚染・土壌汚染に関する学習・調査活
動

（社）ガールスカウト日本連盟大阪府支部

奨励賞 交野市消費生活研究会
事業者・行政と連携したごみ減量化・リサイクルの実
践活動

大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会
議

奨励賞 門真市消費生活研究会 廃棄物の減量化・リサイクルの推進等の学習啓発活動 門真市

奨励賞 岸和田市三田町々会 町内美化・ごみ減量化分別活動 岸和田市

奨励賞 岸和田市立太田小学校 学校内外における美化及びリサイクル活動 岸和田市

奨励賞 堺花と緑の会（友の会） 都市の緑化啓発活動 堺市

奨励賞 五月山グリーンエコー 里山保全活動 池田市

奨励賞
(特活)地球環境と大気汚染を考える全国
市民会議（ＣＡＳＡ）

地球温暖化等に関する環境保全教育活動
大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会
議

奨励賞 (特活)日本森林ボランティア協会 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱによる里山保全活動及び体験活動 （財）大阪みどりのトラスト協会

奨励賞 ばらとかしの会 行政と協働した環境教育と啓発活動 茨木市

奨励賞 美原町木材団地緑の少年団 自然環境の保全、緑化推進当環境教育・実践活動 大阪府緑の少年団連盟

奨励賞 若葉アースミセスの会 生ゴミの減量化とリサイクル、公園緑化活動 熊取町

大 賞 三洋電機株式会社大東事業所 環境保全と地域環境ボランティア （社）関西経済連合会

大 賞 田辺製薬株式会社 環境に配慮した製品開発及び環境情報の発信 （社）関西経済連合会

奨励賞 株式会社 ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ ｴﾑｲｰ関西 天然ガス自動車の大幅導入 （社）関西経済連合会

奨励賞 株式会社 神戸製鋼所 企業における「環境家計簿」活動の推進 （社）関西経済連合会

奨励賞
東京海上火災保険株式会社
近畿第一営業本部

社会文書の再利用ｼｽﾃﾑの構築 （社）関西経済連合会

奨励賞 東洋ゴム工業株式会社 地球環境保護に関するＮＧＯ活動の支援 （社）関西経済連合会

奨励賞 都市公団関西支社 住宅ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝの導入等省エネ住宅の整備推進 大阪美しい景観づくり推進会議

奨励賞 松下電工株式会社 工場のゼロエミッション化推進 （社）関西経済連合会

奨励賞 三菱電機株式会社関西支社 オゾンを利用した高度浄水化技術の先導的開発 （社）関西経済連合会

事業者

【平成１３年度】

個人

団体

団体



部門 賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体

大 賞 氏家 巧 こどもたちを対象とした環境教育の実践・里山保全活動 八尾市

奨励賞 川村 孝二 和泉葛城山系のブナ林の保全 （財）大阪みどりのトラスト協会

大 賞 野山に学ぶ会 身近な自然全般の調査活動の実践 豊中市

奨励賞 池田市下水道水質管理協議会 事業者・行政の連携による水質保全活動 池田市

奨励賞
(社)大阪エイフボランタリーネットワーク大
東支部

地域の美化・環境保全活動 （社）大阪エイフボランタリーネットワーク

奨励賞 (社)ガールスカウト日本連盟大阪府第１３４団 身近な地域の水環境についての学習・啓発活動 （社）ガールスカウト日本連盟大阪府支部

奨励賞 河内長野市環境を守る市民ネットワーク 都市周辺の水質汚染・土壌汚染に関する学習・調査活動 国際ソロプチミスト大阪

奨励賞 吹田自然観察会
里山を中心とした観察会等自然への理解を深める啓発活
動

吹田市

奨励賞 泉北野鳥の会
野鳥観察会・環境ＮＰＯのネットワーク設立に向けた指導
的参画

堺市

奨励賞 岬町緑の少年団 自然環境の保全、緑化推進等少年期の環境教育 大阪府緑の少年団連盟

奨励賞 (社)御堂筋アメニティ・ソサエティ 都市の緑化・アメニティあふれる街づくり 大阪美しい景観づくり推進会議

奨励賞 守口市消費生活リーダークラブ ゴミの減量・環境保護啓発・安全な食生活の実践
大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会
議

大 賞 積水化学工業株式会社
ＮＧＯによるアジアの自然保護活動の支援、地域の自然
保護活動

（社）関西経済連合会

特別奨励賞 ダイキン工業株式会社淀川製作所
廃棄物の抑制・再資源化による最終埋め立て処分量の大
幅削減

（社）関西経済連合会

奨励賞 岩谷産業株式会社大阪本社・近畿支社
廃棄物削減・省資源省エネルギーを中心とした総合的環
境活動

（社）関西経済連合会

奨励賞 交野松下株式会社 障害者を含めた職員全員の環境保全活動の工夫 （社）大阪府工業協会

奨励賞 関西電力株式会社 蓄熱式空調システムの研究開発・推奨 （社）関西経済連合会

奨励賞
住友電気工業株式会社
原子燃料工業株式会社

ＰＣＢの化学処理の研究・国内初の無害化処理に成功 （社）関西経済連合会

奨励賞 ダイキン工業株式会社堺製作所 資源の有効利用・梱包財の省資源化の推進 （社）関西経済連合会

奨励賞 ダイハツ工業株式会社 地域環境の保全・美化活動 （社）関西経済連合会

奨励賞 東亜紡織株式会社
ウールスーツの回収・再資源化事業の展開と再生品化の
研究

（社）関西経済連合会

奨励賞 根来産業株式会社 ペットボトルリサイクル製品の開発と製造 （社）関西経済連合会

奨励賞 松下電工株式会社
本社・各工場一括のマルチサイト方式によるＩＳＯ１４００１
の取得

（社）関西経済連合会

【平成１２年度】

個人

団体

事業者



部門 賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体

大 賞 西 義史
里山の甲虫をテーマに自然と命の大切さを教えるボラン
ティア

池田市

奨励賞 北口 寿一 みどりすと、希少な野生動植物・里山の保全活動 （財）大阪みどりのトラスト協会

奨励賞 宮本 保夫
開発途上国における省エネルギー指導・地域のこども会
の指導

（財）大阪府こども会育成連合会

大 賞 大阪府少年少女文化財教室 環境教育・伝統文化教育 箕面市

大 賞 尊延寺
ソンエンジ

の自然
シゼン

を守
マモ

る会
カイ

里山の環境保全・調査・教育啓発活動 日本野鳥の会大阪支部

奨励賞 アクアフレンズ 生活排水対策・啓発活動・調査活動 大阪美しい景観づくり推進会議

奨励賞 育和美化推進実行委員会 公共施設の美化活動・植栽 大阪美しい景観づくり推進会議

奨励賞 泉佐野緑の少年団 山林・公園地区の保全・緑化 大阪府緑の少年団連盟

奨励賞 エコロジー美園 こどもエコクラブ活動と地域・学校の連携 八尾市

奨励賞
(社)大阪エイフボランタリーネットワーク守
口支部

地域の美化・環境保全啓発活動 （社）大阪府エイフボランタリーネットワーク

奨励賞 交野市星田山手自治会 公共施設の美化活動、廃材利用による施設の整備 大阪美しい景観づくり推進会議

奨励賞 ガールスカウト大阪府第２０団 地域での環境保全の実践活動 （社）ガールスカウト日本連盟大阪府支部

奨励賞 熊取パークボランティア協会 自然公園の保全・緑化・環境教育 熊取町

奨励賞 クローバーこども会 分別収集等廃棄物の減量化・リサイクル （財）大阪府こども会育成連合会

奨励賞 サークルくるくる 牛乳パック回収運動等、リサイクルの推進 国際ロータリー２６６０地区

奨励賞 石けんを使いましょう枚方市民の会 水質保全のための石けんの普及活動 枚方市

奨励賞 相川町ほたると自然を守る会 ホタルの保護・増殖、水質保全 国際ソロプチミスト大阪南

奨励賞 藤井寺市環境問題研究会 河川や海域の水質浄化活動の実践 藤井寺市

奨励賞 三原台校区自治連合会 地域の環境美化活動とコミュニティづくり 堺市

大 賞 関西環境開発株式会社 産業廃棄物・リサイクル技術の研究開発 （社）関西経済連合会

奨励賞 株式会社大林組 シックハウス症候群に対する対策・研究開発 （社）関西経済連合会

奨励賞 クリタ化工株式会社 先導的な環境管理・監査活動 （社）大阪府工業協会

奨励賞 ダイハツ輸送株式会社 企業グループでのアイドリングストップ対策 （社）関西経済連合会

奨励賞 松下興産株式会社 都市型ビオトープの整備 大阪美しい景観づくり推進会議

【平成１１年度】

個人

団体

事業者



部門 賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体

大 賞 髙谷 善雄 『淀川わんどクリーン作戦』の企画推進 日本ボーイスカウト大阪連盟

奨励賞 相木 種彦 緑関係のボランティア（みどりすと） （財）大阪みどりのトラスト協会

奨励賞 明石 巧 再生品の利用や分別収集等 池田市

奨励賞 平田 米造 環境保全啓蒙のための標語募集 大阪美しい景観づくり推進会議

奨励賞 山口 進
各種環境保全活動の指導（大阪府自然環境保全指導員
リーダー)

貝塚市

奨励賞 山本 健三 地区の良好な住環境の維持・保全 大阪美しい景観づくり推進会議

大 賞 エコライフ八尾
ヤオ

生活に根ざした環境に係る学習・調査等 八尾市

大 賞
地球環境と大気汚染を考える全国市民会
議（ＣＡＳＡ）

地球規模の環境問題の調査 等 朝日新聞大阪本社

奨励賞
(社)大阪エイフボランタリーネットワーク太
子支部

地域の美化・環境保全活動 （社）大阪エイフボランタリーネットワーク

奨励賞 ガールスカウト大阪第１０１団 身近な自然環境の調査・研究と啓発活動 （社）ガールスカウト日本連盟大阪府支部

奨励賞 国際ソロプチミスト大阪―りんくう 水質保全・リサイクル・自然保護 等 泉佐野市

奨励賞 堺市消費生活協議会 消費生活における環境保全・創造活動 堺市

奨励賞 すいた市民環境会議 豊かな環境の保全と創造に関する実践・教育啓発
（社）日本青年会議所近畿地区大阪ブロッ
ク協議会

奨励賞 荘園花の会 都市緑化活動 池田市

奨励賞 日本ボーイスカウト大阪連盟泉州南地区 地域の美化・環境保全活動 日本ボーイスカウト大阪連盟

奨励賞 寝屋川市消費者問題推進協議会 消費者を取り巻く環境問題（ゴミの減量・リサイクル）
大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会
議

奨励賞 羽曳野市緑の少年団 自然環境の保全、緑化推進の実践活動 大阪府緑の少年団連盟

奨励賞 春木川をよくする市民の会 河川の浄化に向けた実践活動 岸和田市

奨励賞
ひらけひろがれ花の街・すいたフラワーボ
ランティア

公共の場での花や緑の植樹など都市緑化の推進
（社）日本青年会議所近畿地区大阪ブロッ
ク協議会

奨励賞 松下電器産業㈱生産技術本部・花水木会 公共の場での花や緑の植樹など都市緑化の推進 （社）関西経済連合会

奨励賞 松原市こども会育成連絡協議会 公共施設での定期的な清掃活動 （財）大阪府こども会育成連合会

大 賞 大阪ガス株式会社 使用済みガス機器のリサイクル活動 （社）関西経済連合会

奨励賞 ㈱関西総合環境センター ＣＯ2削減のための国際的な取組・協力 （社）関西経済連合会

奨励賞 ダイハツ工業株式会社 電気自動車の開発・普及活動及び産業廃棄物削減 （社）関西経済連合会

奨励賞 松下精工株式会社大阪工場 ＩＳＯ１４００１の取得 （社）関西経済連合会

奨励賞 松下電器工業㈱・ＡＶＣ社ＡＶ門真地区 経営と共生した総合的環境保護推進活動の実践 （社）関西経済連合会

奨励賞
松下電器工業㈱・ＡＶＣ社パーソナルコン
ピュータ事業部

高循環型経営システムの構築と実践活動 （社）関西経済連合会

【平成１０年度】

個人

事業者

団体



部門 賞の種別 受賞者名 活動名 推薦団体

大 賞 浅野 美信 みどりすと・緑関係のボランティア （財）大阪みどりのトラスト協会

奨励賞 池内 薫 こどもエコクラブの包括的サポーター 岸和田市

奨励賞 小林 敏子 消費者に係る環境問題についての指導的役割 大阪府地域婦人団体協議会

奨励賞 谷 勝弘 ボーイスカウトの環境教育活動の推進 日本ボーイスカウト大阪連盟

大 賞 アクアユートピア実行会議 河川の環境保全と、親水空間の創造、まちづくり 豊中市

大 賞 (社)大阪自然環境保全協会 環境問題全般に係る調査・研究・啓発等の幅広い活動 朝日新聞大阪本社

奨励賞
(社)大阪エイフボランタリーネットワーク門
真支部

地域の美化・環境保全活動 （社）大阪エイフボランタリーネットワーク

奨励賞 大阪府地域消費者団体連絡会 消費者を取り巻く環境問題（ゴミの減量・リサイクル等）
大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会
議

奨励賞 ガールスカウト大阪第１３７団 地域に根ざした環境教育・実践活動 （社）ガールスカウト日本連盟大阪府支部

奨励賞 柏原市こども会育成連絡協議会 地域の環境美化活動 （財）大阪府こども会育成連合会

奨励賞 岸和田市青年団協議会 地域の美化・緑化・環境保全活動 大阪府青年団協議会

奨励賞 (社)堺青年会議所 地域の環境改善と市民・企業・行政の協働 （社）日本青年会議所近畿地区

奨励賞 島本町緑と花いっぱいの会 地域の美化・緑化活動 島本町

奨励賞 自主学習グループ「はらっぱ」 地域の環境保全に関する調査研究 岸和田市長

奨励賞 全大阪魚蛋白事業協同組合 動植物性残滓リサイクルの調査研究
大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会
議

奨励賞
(財)日本野鳥の会大阪支部・南港野鳥園ボ
ランティアグループ

環境教育啓発活動 （財）日本野鳥の会大阪支部

奨励賞 はびきの生活学校 地域に根ざした環境保全・実践活動 羽曳野市

奨励賞 松下電器産業労働組合 自然環境ボランティア活動（緑化・環境啓発活動等） 日本労働組合総連合会大阪府連合会

奨励賞 桃長愛護会 地域の美化・緑化・自然保護活動 国際ソロプチミスト大阪

奨励賞 守口市老人クラブ連合会 公共の場での美化・緑化活動 （財）大阪府老人クラブ連合会

団体

【平成９年度】

個人


